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真空冷却機導入のための衛生に関する研究

~一般細菌数検査と温度調査から~

森山克子，下地美智子

A Study on Sanitary Management for lntroducing 
V acuum -cooling Refrigerator 

--Examination of the number of general bacteria 
and lnvestigation of temperature --

Katsuko Moriyama， Michko Simoji 

要約

本研究は、平成23年7月、真空冷却機を導入して 3ヵ月が経過したC町立学校給食センター

で、導入前後の調理法で和え物・サラダの一般細菌数と温度変化を調査した。導入前後の細菌

数とも食品、添加物等の規格基準の基準内の備であった。マヨネーズ和えの一般細菌平均コロ

ニー数は導入前1.3XI03jgから導入後1.9X102 jgに菌数が低下した。細菌の繁殖要因となり得

る豊富な栄養分等が含まれた調味料を使用しても細菌の繁殖が抑えられることが示唆できた。

夏場にも子どもの噌好に合うマヨネーズを使用した献立(ポテトサラダ等)の提供が可能と

なると推察された。検体の細菌の発育指摘温度帯滞留時間は、導入前は冷却時から喫食までの

およそ 3時間から導入後は喫食前から喫食までのおよそ10分に短縮した。以上から真空冷却機

導入による一般生菌数を抑える効果が示唆された。

キーワード:【真空冷却器、一般細菌数温度調査給食管理学校給食】

1 .はじめに

平成9年は、学校給食では、「衛生管理元年Jと

いわれてきた。同年におきた学校給食における腸

管出血性大腸菌による集団食中毒をうけ、死者を

出したことから学校給食の衛生管理は、様々な改

革が行われてきた。現在、新たに、大量調理施設

衛生管理マニュアルや学校給食衛生管理の基準の

改正が実施され、ドライシステム運用の推進や

HACCPによる食品の中心温度管理・記録など衛

生状況の改善に向けた取り組みが行われている。

琉球大学教育学部生涯健康教育コース

食中毒の発生を抑えるうえでの基本は、「菌を持

ち込まない、増やさない、殺す」の三原則であり、

食中毒菌等の微生物が繁殖する要素は、「栄養、水

分、温度jの3つである。食中毒予防のためには、

調理の各工程での適切な温度管理が重要である。

学校給食衛生管理基準では、食中毒の発生原因

となりやすい「和え物・サラダ等については各食

品調理後速やかに冷却機等で冷却を行った上で、

冷却後の二次汚染に注意し、冷蔵庫等で保管する

など適切な温度管理を行うことJとされている。

この場合の二次汚染とは、「加熱後は、一般生菌数
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が低くなっているために、外部環境要因により微

生物が増殖する恐れがある。Jことを意味する。

食中毒防止のためには、 HACCPの概念に基づく

各調理工程で、危害分析と重要管理点を明確にす

る必要がある。

微生物の増殖を防ぐには、食品内の温度が微生

物の発育至適温度帯となる時間をできるだけ短く

することが重要である。そこで、学校給食では、

平成9年以降、和え物などは、生もので供食する

のではなく、加熱して調理されている。

しかし、学校給食施設では、加熱処理の必要な

食品の工程は、釜での加熱=争水冷や釜での放冷=今

機器等による脱水が、常温で行われていた。冷蔵

庫などで一時保管する場合もあるが、概ね緩慢な

温度低下となる調理工程であった。現場の調理員

や栄養士は、本県の夏場の高温多湿な環境の中で

は、微生物の増殖を抑えるため、発育至適温度帯

の停滞時間をできるだけ短くするよう氷水による

放冷など様々な工夫を各調理場で実施してきた。

近年、県内学校給食調理場に、新たに導入され

つつある真空冷却機は、食品の温度を急激に下げ

ることで菌の繁殖を抑えることが可能である。

しかし、学校給食における冷却機に関する報告

は少なく、学校給食調理施設において真空冷却機

の導入後どのような利点があるのか明確にされて

いるのは少ない。

そこで本研究では、真空冷却機の導入前後の細

菌数や温度の変化について調査し、分析すること

で学校給食調理施設に真空冷却機の導入の推進の

ー資料となることを目的とする。

II. 研究方法

真空冷却機導入前後の一般細菌数検査と温度調査

(1) 調査場所 :C町立学校給食センター

(2) 調査期間:平成23年7月

(3) 調査方法及び調査内容

調査項目:

① 一般細菌数検査

真空冷却機導入前と導入後の調理法による

和え物・サラダ献立の食品内の一般細菌数を

標準寒天培地とコンパクト・ドライ TCによ

る生菌数測定法にもとづいて測定した。

今回一般細菌数検査を行なった献立は、和

風、洋風の 2種類である。味付けごとに真空

冷却機導入前と導入後の検体をそれぞれ測定

した。洋風と和風の献立よりブランクとして

味付け無もそれぞれ 1つずつ測定した。

② 温度調査

検体の採取は、真空冷却機導入前は、導入

前の室温での放熱・脱水による冷却方法工程

を再現した。導入後の検体は真空冷却機を使

用した方法で採取した。

献立の温度測定は、中心温度計を用いて、

献立の調理作業工程に従いそれぞれの作業終

了時の重要管理点である①加熱後、②放熱後、

③冷却後、④和え開始前、⑤和え後、⑥冷蔵

庫取り出し、⑦配食時、⑧喫食時の計8回温

度測定を行なった。

表 1 検体の内容

献立区分 検体No. サンプル内容 調味材料

和風献立 ① 味付け無(プランクとしての検体) 味付けなし

② 導入前(梅肉和え) 梅肉、食塩、醸造酢

③ 導入後(梅肉和え) 梅肉、食塩、醸造酢

洋風献立 ⑤ 味付け無(ブランクとしての検体) 味付けなし

⑥ 導入前(コーンクリームドレッシングQ社) 紅花油、食塩、 ドレッシング

⑦ 導入後(コーンクリームドレッシングQ社) 紅花油、食塩、 ドレッシンク'

⑧ 導入前(マヨネーズQ社) 植物油脂、卵黄、醸造酢、食塩

⑨ 導入後(マヨネーズQ社) 植物油脂、卵黄、醸造酢、食塩
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m.結果

1. 一般制菌数検査

(1) 検査結果(表2-1、表 2-2)

今回は、 10倍希釈の平均値で評価した。参

考までに100倍希釈の似も示した。

食品、添加物等の規絡基準では、純11世i数
(生幽数)が検体 19につき3，000以下が基地

内と定められており、 t~準~天培地とコ ンパ

ク ト・ドライ TCのlOI音希釈の一般創11菌数

(コロニー数)の検査結果では、 ZI空冷~I機

導入前後と味付け1!t~ し(ブランク)において、

基準内であった。

※ 10倍希釈のJ易合、紺l菌数は300以下がU ì'I~

内。

※今回コンパク ト・ド ライ TCは、一般創11幽
数検査の(言似性を高めるための予備2141験と

した。

標準)~IfブミI白地の一般利!菌数検査とも曲.数

に差は見られなかった。

表 2-1 一般細菌コロニー数(標準寒天培地)

献立 検体 No 10倍希釈
10倍希釈

100倍希釈
100倍希釈

の平均値 の平均値

和風 ①味付け1!!~ 。 4.0X LO/g 2.0X10/g 。 。 。
②滋入lIIi:

l目!JXI02/g 2.0X lO/g 8.0XI0/g しOx10"/g 3.0XlO'/g 2.0XjQ2/g 
fl!H去I1沫

③滋入後 ・
1.0X 10/g 3.0X 10/g 2.0XIOjg 1.0X W jg 1.0X LO' jg l.OX 10"jg 

傍肉l味

洋風 ⑤味付け無 2.2XIO'/g 1.2x lQ"jg し7XIO'jg 3.0X 10" jg 2.0x JO'jg 2.5X lO" jg 

⑥滋入前 :
2.2XlO'/g 2.1XlO"'/g 2.1X 10'jg 1.9XI0'/g LA l.9X LO'jg 

ドレッシング

⑦導入後・
5.0XIO/g 1.2XlO'/g 8.5XI0jg 。 。 。

ドレッ シングF

③滋入前 ・
1.5X1O'jg l.lXlO・'/g 1.3x 10" jg 2.8XIO'/g 4.2X10"jg 3.5X 1O'jg 

マヨネーズ

⑨綿入後・
2.0XlO"jg 1.9XLO'/g 1.9X10'jg 1.0X 10' jg LA 1.0X10'jg 

マヨネーズ

表 2・2 一般細菌コロニー数(コンパク ト・ドライ TC)

献立 検体 No 10倍希釈
10倍希釈

100倍希釈
100倍希釈

の平均値 の平均値

和風 ①味付け無 LA LA 。 。
②導入前:

6.0X 10jg 6.0XI0jg 1.0X 10' jg 1.0X 10γg 
悔肉I]，j<

③将入後:
2.0x LOjg 2.0XIOjg 。 。

tf~肉 l床

洋風 ⑤味付け~~，\ 1.3 X 10' jg 1.3X10'/g 1.3XIO'jg 1.0X LO'/g 。 5.0XlOjg 

⑥将入前:
1.9X J03/g 1.6XIO"/g 1.8x 10' jg 2.8XIO"/g 2.0X 10' /g 2.4XI0"jg 

ドレッシング

⑦導入後・
2.6X 10' jg 3.0XIO" jg 2.8XWjg 1.0X10'jg 1.3X 103jg 7.0XWjg 

ドレッシング

③羽入前 :
1.3x 103 jg 1.0XlO'/g L.lX10'jg 1.9X10'/g 1.7XI03jg 1.8XI0'jg 

マヨネーズ

⑨導入後 .
1.8XI0'/g 3.0X 10' /g 2.4XI0'jg 5.0XJO' /g 5.0X 10' jg 5.0XIOソg

マヨネーズ

LA 試験省内事故 (LabOl"a Lory acciden L) 
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(2) 和風と洋Jilllil成立におけ る生以i数について

(g空冷却機導入前) (表 3、肱I1 ) 

和風と洋風の献立区分で、 10倍希釈の一般

細菌平均コロニー数を比較してみると、洋}iJR

の平[1え物 ・サラダ献立の菌数が多かった。

101古希釈の一般細菌平均コロニー数は、和

}!ffi.の検 体② は8.0X10jgであり、洋Jililの検体

⑥は2.1XlO"jg、検体@は1.3XIO'jgで有IEi'tl 

の検体の方が生l1¥i数が少なかった。

(3) 和風と洋風 献立における生直i数について

(真空冷却l機導入後) (表4、図 2)

表 3 真空冷却機導入前の一般細菌コロニー数(標準寒天培地)

献立 10倍希釈
100倍希釈

100倍希釈

区分
検体 No. 10倍希釈

の平均値 の平均値

和風 ②導入前 .
1.4 X 10' /g 2.0X 10/g 8.0XlO/g 1.0X lO'jg 3.0x 10' /g 2.0XIO'/g tfa扶JI!，j;

洋風 ⑥羽入liij・
2目2XIO'/g 2.IXI0'/g 2.lX 10・'/g 1.9X 10"/g LA 1.9XI0'jg 

ドレッシング

⑧主導入iIIJ・
1.5X 10'/g l.1X 10" /g 1.3XlO'/g 2.8XlO日/g 4.2x IO'/g 3目5XIO"/g

マヨネーズ
'-ーーーーーーーー

表4 真空冷却機導入後の一般細菌コロニ一数(標準寒天培地)

献立
検体 No. 10倍希釈

区分

和風 ③滋入後 .
1.0X lO/g 3.0X10/g 

総|去JI味

洋風 ⑦将入後 :
5.0X lO/g 1.2XIO'/g 

ドレッ シング

⑨羽入後:
2.0x 10'/g 1.9X 10' /g 

マヨネーズ

IOf丹市釈 般制的
半島jコロニー数

九0.0.0

250.0. 

2170 

20.0.0. 

150.0. 

100.0. 

500 

()!) @ (お)

図 1 真空冷却機導入前の10倍希釈一般細菌

平均コロニー数

※図 Iの縦制lのメモリ はXl/gである。

検{本は全てにおいて食品、 添加物等のよ犯協基準のJ正
当HII'(I人lである。

10倍希釈

の平均値

2.0X.lO/g 

8目5X10/g 

1.9XI02/g 

100倍希釈

1.0X10' /g l.OX10'/g 

。 。
1.0X 10' /g LA 

30.0.0. 

250.0. 

20.0.0. 

l500 

10.0.0. 

50.0 

l()f日常収一般制悩

、l'均コロニー数

20A 円
③⑦③  

100倍希釈

の平t勾値

1.0XIO'/g 

。
1.0X 10' /g 

図 2 真空冷却機導入後の10倍希釈一般細菌

平均コロニー数

※|記12の縦制lのメモリはX1/gである。

検体は全てにおいて食品.添加物等の脱絡jμI11の基

Illifll'(J人lである。
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和風と洋風の献立区分で、 10(白希釈の一般

細菌平均コロニー数を比較してみると、洋風

の和え物 ・サラダ献立において菌数に差は見

られなかった。

10倍希釈の一般刻11菌平均コロニー数は、和

風の検体③は2.0x10jgであり、洋Jilllの検体

⑦は8.5x10jg、検体⑨は1.9X 101 jgであっ

た。

(4) J'，l;空冷却機綿入前後の巡い(表 5、図 3) 

導入所j後の細菌数とも食品、添加物等の規

格基準のUtl!~内の値であった。 Jï空冷却機導

入前後の10倍希釈の一般創111出平均コロニー数

は、献立別に和JilllのffiJ肉手11えはよ採入前8.0X

10jg (検体②)から導入後2.0X 10jg' (検体

③)とi芸j数に有差な変化はみられなかった。

一方で‘コーンクリームド レッシングは導

入。Ij2.1X10"jg(検体⑥)から綿入後8.5X

10jg (検体⑦)、 マヨネーズは導入前1.3x

lO"jg (検体@)から噂入後1.9XIO'jg (検

体@)と、洋風では導入前後において陥数に

差がみられた。

以上から兵空冷却機を使用して冷却するこ

とで、制IlTAiの繁殖要因の栄養源となり得るタ

ンパク質や脂質が口町に含まれる献立であっ

ても制閣の繁殖が~mえ られる ことが示唆でき

た。機肉和えのようなタンパク質や脂質があ

まり含まれないいわゆる微生物にとって栄養

師、の少ない献立と同等の菌数となった。

児盟・生徒が食する竿:校給食において、よ

り安全で術生的な献立が慌供されるために、

1125冷却機の有効性があることが分かつた。

表 5 真空冷却機導入前後の10倍希釈一般細菌平均コ口二一数

10倍希釈の平均コロニー数(標準寒天培地)

献立区分 導入前 導入後

和風 悔肉平11え @ 8.0X10jg ③ 2.0X10jg 

洋風 コーンクリームドレッシング @ 2.1X10"jg ⑦ 8.5XI0jg 

マヨネーズ @ 1.3X1.03jg @ 1.9XIO ~jg 

3000 

2500 

2170 

2000 

F・ 圃 圃

1500 
1350 

司 liil

1000 
円 -後

500 

A
U
 

ソ“
nu 

no
 。
/llilkl布1え コーンクリーム マヨネーズ

図3 真空冷却機導入前後の10倍希釈一般細菌平均コロニー数

※図 3の縦申111のメモリはXl/gである。
検体は全てにおいて食品、添加物等の ~-liA名lMllの;!;þtjll{II'i.il、lである。

-271-



琉球大学教IT~約百i紀要 ifi82m 

2 温度測定

(1) 検体のimt度変化の結果(表 6)

給食制主H作業開始前の室1Mは、 司訴調;司j査WII川::Jド川1-刊-1

平均2羽90C、j湿毘即)皮丘は7η2%、7月のirll純の平均的

気候であった。点空冷却機導入古ijと導入後で

のilMJ理作業工棋での違いは、冷却時に羽入l、，ij

は常瓶での放熱・ )1見水であり 、導入後は，w・q

冷却機を使用しての冷却である。

各々検{本の加熱から喫食までのおよそ411.'j

|羽、調理作業工程の区切りの計8回の7t;;U主iJllI

定をして平均(illiを表にした。(表6)

l喫食時に測定した淑肢は、ょ135冷却l機羽入

自ijは23.30C、導入後は20.90Cと芦:は2.4"Cであっ

た。 J~空冷却l機導入の冷却制製作業時におい

て測定した討lt度には、 50Cであったが、 I!!J!食

時には差がみられなかった。

導入後の検体は、冷ii:aWから取り 出しまで

は、 10.30Cであるが、配食から喫食の!日lに食

OI.，の温度が上がることが分った。外気温や湿

度の影響で;1，限度があがったと考えられる。今

後、より術生的に学校給食を提供するには、

;洲.Eill場から搬出した後の温度管理が必要であ

る。そのためには、配食の容器等は保温性の

出いものを使用するなどの工夫が大切である、

(2) 導入前後の検体の淵度変化と制問の発育至

迎行111度仰のi{f，儲H寺1::1(図 4)

検体のi昆度変化と閣の発育至適温度帯であ

る30~500Cを示した。 検体が、制iÆiの発育至

j菌1ll1lJ~帯の討!?間 11寺 Ililは、導入前は冷却時から

|喫食までのおよそ 3時間、 導入後はl喫食前か

らl拠食までのおよそ10分であった。

点空冷却l機は冷:l~JII寺に大量の食品の1毘度を

急激に |ごげ、閣の発育至i直視度fifのiffi過を素

早く行えることからより大:L1;U，'，! f:!Hには、必要

な機加であると考えられる。

表6 検体の温度変化

温度の追跡 (OC)

作業工程 )m熱後 放冷 冷却l 手11えIJf.!始 手11え後 冷蔵庫取り:Hし 配食 喫食

円1) 75 71 47 39.2 34 18目3 25目2 23.3 

{愛 75 71 5 5.5 6.7 10.3 16.7 20.9 
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図4 導入前後の検体の温度変化と細菌の発育至適温度帯の滞留時間
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v.考察

一般細菌数検査

真空冷却機導入前は、細菌の繁殖要因になった

と考えられる卵黄等タンパク質や植物油脂等の脂

質を含む献立は菌数に差がみられたが、真空冷却

機導入後においては菌数に差がみられなかったこ

とから、真空冷却機を使用して冷却することで、

細菌の繁殖要因となるタンパク質や脂質が含まれ

る献立であっても細菌の繁殖が抑えられることが

できたと考えられる。

高温・多湿な亜熱帯気候にある沖縄県において、

最高気温が25度以上とされる夏場は4月下旬から

11月上旬までの約6ヶ月間あり、衛生管理を徹底

することが必要である。今回の調査では、細菌数

は基準値内であったが、発育至適温度帯で調理作

業が行われていることから設備の改善が望まれる

と考える。

【和食】

・導入前後の喫食時の祖度に変化が無かったのは、

冷却後、調理場から運搬、喫食配食までの温度

管理が常温のためと考えられたので、今後は、

保冷剤や保冷食缶で、冷却後の温度管理をする

ことが望ましい。

-梅肉の味の細菌の繁殖に関する影響は、梅肉で

味付けされてないプランクで2.0x10jg、導入

前に味付けした検体8.0X10jgで、導入後味付

けした検体の菌数2.0x10jgでプランクと同値

であった。

梅肉味は、真空冷却機使用の有無に関係なく

菌数が低いことがわかったことから、梅肉味え

は大量調理に適している献立と思われる。

【洋食】

・一般細菌は調理工程時の発育至適温度帯の温度

管理により菌数の差がでるため、急冷温度とな

る調理技術や施設等整備が必要と思われる。

・真空冷却機導入後の献立(検体⑦と⑨)は、そ

れぞれに菌数の差が無かったのでドレッシング

やマヨネーズなど、菌が繁殖しやすい味付けで

も、真空冷却機を使用することで菌の増殖を抑

え衛生的に喫食までもっていけることが分かつ

た。また、マヨネーズやドレッシングは給食で

小袋付けにすると余分な脂質の摂取が培えてし

まうので、和えて供食することで脂質を抑えた

給食を喫食するこが可能になり、とで生活習慣

病予防に役立つとも考えられる。

真空冷却機導入前後での調理作業工程の違いは、

冷却時に導入前は常温での放熱・脱水であり、導

入後は真空冷却機を使用しての冷却である。

食品加熱から喫食までのおよそ4時間、調理作

業工程の区切りの計8回の温度測定を行なった結

果、菌の発育至適温度帯である30......50
0

Cの停滞時

間は、導入前は冷却時から喫食までのおよそ 3時

間、導入後は喫食前から喫食までのおよそ10分で

あったが、喫食時の食品の温度は、真空冷却機導

入前は23.3
0

C、導入後は20.9
0

Cであり、喫食時に

は導入前後による差はみられなかった。真空冷却

機を使用すると食品は 5
0
Cになったので、美味し

く、衛生的に供食するためには、今後、保冷パッ

トや保冷食缶、温度管理の可能なコンテナ等の導

入が必要だと考える。

N. まとめ

1 .一般細菌数検査について

(1) 全体の検査結果

標準寒天地地とコンパクト・ドライ TCの

10倍希釈の一般細菌数(コロニー数)の検査

結果は、真空冷却機導入前後と味付け無し

(ブランク)ともすべて基準内であった。

(2) 和風と洋風献立における生菌数について

(真空冷却機導入前)

導入前の調理では、和風の検体②8.0XlO/g、

洋風の検体⑥2.1X103 jg、検体⑧1.3X103jg

であり、和風(梅肉味)と洋風(ドレッシン

グ、マヨネーズ)の献立において菌数に差が

みられた。梅肉味の影響によると考えられる

が今後の検証研究が必要と思われる。

(3) 和風と洋風献立における生菌数について

(真空冷却機導入後)

導入後の調理では、和風の検体②2.0XlOjg、

洋風の検体⑥8.5X10jg、検体⑧1.9x102 jg 

であり、和風と洋風の献立において菌数にあ
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まり差はみられなかった。

ドレッシングやマヨネーズなど菌が繁殖し

やすい条件をもっ味付けでも、真空冷却機を

使うことで菌の増殖を抑え、より衛生的に喫

食まで安全に供食できることが分かつた。

(4) 真空冷却機導入前後の生菌数の違い

和風の検体は導入前後で菌数に差はほとん

ど見られなかったが、洋風の検体において

は、コーンクリームドレッシングは導入前後

で2.1X 103 jgから8.5XlOjg、マヨネーズは

導入前後で1.3XI03jgから1.9X102jg、と菌

数に差がみられた。

真空冷却機を使用して冷却することで、細

菌の繁殖要因となるタンパク質や脂質が含ま

れる献立の細菌の繁殖が抑えられる可能性が

あることが示唆された。

真空冷却機導入は、生菌数や温度管理に有用だ

とわかった。今後、 Haccpに基づく管理の徹底

が必要であることから真空冷却機の導入が望まれ

る。

今回は、調理場 l施設のみのデータであるので、

今後、他の調理場でも調査してその有効性を検証

して導入推進のための資料を調理場設置者へ提供

できる研究の推進が必要であると思う。
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[資料】

検体① 検体② 検体③

和風味付りなし(ブランク) 手11)1¥1羽入自ij 和1風導入後

寸 PL〆替
検体⑤ 検体@ 検体⑦

洋風味付けなし(ブランク) 洋M¥(コーンク リーム)導入所i 作風(コーンクリ ーム)導入後

「

検体@ 検体@

tlJiH (マヨネーズ)導入liij 洋)1¥1(マヨネーズ)将入後

コンパク ト・ドライTCによる一般細菌数10倍希釈測定時の写真
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